
曜
日

行事名 内容(場所など） URL 問合（担当）

2月

2月1日 ～ 木 企画財政課 地域活性化担当

水 23-5011

2月3日 土 9:00 ～ 社会教育課 スポーツ振興担当

23-8051

2月3日 土 http://www.wellnesspark.jp/ 桂川ウェルネスパーク

（外部リンク） 20-3080

2月6日 火 13:00 ～ 市立図書館

22-4815

2月7日 ～ 水 10:00 ～ 産業観光課 商工観光担当

土 20-1829

2月8日 木 10:00 ～ http://www.wellnesspark.jp/ 桂川ウェルネスパーク

（外部リンク） 20-3080

2月9日 金 11:00 ～ 市立図書館

22-4815

2月11日 日 9:00 ～ https://tukino1.jimdo.com/ 産業観光課 農林業担当

（外部リンク） 20-1833

2月11日 日 http://www.wellnesspark.jp/ 桂川ウェルネスパーク

（外部リンク） 20-3080

2月12日 月 13:00 ～ 産業観光課 農林業担当

20-1833

おおつき体感萬ツアー
移住相談員があなたのニーズに沿った行
程を用意し、市内を案内2月28日

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/b
unka/sports/takkyuutakaikaisai.html

第37回国体記念
小学生卓球大会

小学生団体戦（男女混合）による大会
（市民総合体育館）

刺しゅう友の会
ししゅう好きが集まって、一緒に作品づくり
※事前に申込み（図書館2階）

ハーブcafé
「ラップでソーセージ作り」

土の子あそびバレンタイン
スペシャル「燻製づくり」

自然菜園入門コース説明
会

自然菜園専用区画で実践できる菜園管理
のコツを習得するコースの説明会
(大月エコの里）

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/b
unka/shisetsu/bunka-sisetsu-
toshokan.html

たのしいひととき

第25回秀麗富嶽十二景
写真コンテスト作品展示

魔滅部隊に入って、鬼を退治　※午前：
11:30～／ 午後：13:30～（桂川ウェルネス
パーク）

朗読ボランティア「如月の会」による幼児
対象の読み聞かせ
（図書館2階おはなしコーナー）

2月～3月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

つきの市(七保）

月　日 時間

公園産のハーブを使ったソーセージ作り
(桂川ウェルネスパーク）

地元新鮮野菜や大月の名物品、手作りの
おいしいものや手作り小物が集まる「市」
（公正屋大月東店）12:00

12:00

2月17日

節分！豆まき！鬼退治！

入賞作品などの展示（13日は休館）　※表
彰式は2月17日（土）　午後1時30分～
（市民会館2階）16:00

燻製で、ちょっと大人なバレンタインのプレ
ゼント作り　※午前：10:30～正午／午後：
14:00～15:30（桂川ウェルネスパーク）

http://www.wellnesspark.jp/
http://www.wellnesspark.jp/
https://tukino1.jimdo.com/
http://www.wellnesspark.jp/
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/bunka/sports/takkyuutakaikaisai.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/bunka/sports/takkyuutakaikaisai.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/bunka/shisetsu/bunka-sisetsu-toshokan.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/bunka/shisetsu/bunka-sisetsu-toshokan.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/bunka/shisetsu/bunka-sisetsu-toshokan.html


曜
日

行事名 内容(場所など） URL 問合（担当）

2月～3月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

月　日 時間

2月14日 ・ 水 10:30 ～ 子ども家庭総合支援センター

水 23-1152

2月14日 水 11:00 ～ 市立図書館

22-4815

2月16日 金 13:30 ～ 市立図書館

22-4815

2月17日 土 10:00 ～ http://www.wellnesspark.jp/ 桂川ウェルネスパーク

（外部リンク） 20-3080

2月17日 土 11:00 ～ 市立図書館

22-4815

2月17日 ～ 土 19:30 ～ 社会教育課 スポーツ振興担当

土 23-8051

2月18日 日 10:00 ～ 企画財政課 地域活性化担当

23-5011

2月18日 日 10:00 ～ 総務管理課 法制防災担当

23-8008

2月19日 月 15:00 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-1152

2月20日 火 19:00 ～ 議会事務局 

23-1057

2月24日 土 10:00 ～ http://www.econosato.org/ 産業観光課 農林業担当

（外部リンク） 20-1833

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/b
unka/shisetsu/bunka-sisetsu-
toshokan.html

プリザーブドフラワー教室

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/k
osodate/kosodate/jidoukan_event.htm
l2月21日

おはなし会

ちいさなおへや

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/b
unka/sports/bare-bo-
rukyousitukaisai.html

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/k
osodate/kosodate/jidoukan_event.htm
l

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/b
unka/shisetsu/bunka-sisetsu-
toshokan.html

バレーボール教室　※期間中の毎週土曜
日　計5回　（勤労者体育センター体育館）

自主防災会・
地区代表合同防災会議

親子あそび

3月17日 21:30

絵本とおはなしの会「ぐりとぐら」による乳
幼児対象の読み聞かせ
（図書館2階おはなしコーナー）

冬のおおつき体感ツアー 空き家見学と地元住民との交流

自主防災組織の重要性を再認識するため
の講演など

シイタケ植菌体験
ナラ、クヌギの原木にドリルで穴を開け、
椎茸菌を埋め込み金づちで打ち込む作業
（大月エコの里）12:00

おもちゃドクター高橋清房さんによる壊れ
たおもちゃの診療
（市総合福祉センター2階）

季節の台所
「ソバ打ち体験」

絵本とおはなしの会「ぐりとぐら」による幼
児・小学生対象の読み聞かせ
（図書館2階おはなしコーナー）

レディース・小学生
バレーボール教室

ソバの打ち方を楽しく美味しく学ぶ
※講師あり（桂川ウェルネスパーク）

おもちゃ病院

プリザーブドフラワー教室
※事前に申込み（図書館2階）

市民と議会の意見交換会
20:30

11:30

17:00

手遊び、パネルシアターなど　※定員各20
組（市総合福祉センター2階）

12:30

「議会基本条例（素案）」についての説明と
意見交換　※定員10名
（市役所本庁舎3階）
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2月～3月上旬　行　事　予　定　表　（大月市）

月　日 時間

2月24日 土 17:00 ～ 社会教育課 スポーツ振興担当

23-8051

2月25日 日 9:00 ～ https://tukino1.jimdo.com/ 産業観光課 農林業担当

（外部リンク） 20-1833

2月26日 ～ 月 大月市社会福祉協議会 

他 23-2001

2月27日 火 14:00 ～ 福祉課 子育て支援担当

23-8032

2月28日 ～ 水 消防本部 予防担当

木 30-0119

2月28日 水 11:00 ～ 子ども家庭総合支援センター

23-1152

3月

3月2日 ～ 金 9:00 ～ 市民会館 

日 22-4811

3月4日 日 13:00 ～ 社会教育課 社会教育担当

23-8050

3月4日

中央公民館で過去に開催してきた講座
（教室）や自主サークルにおける生徒の作
品を一堂に集め展示発表（市民会館2階）

おおつきお助け隊
養成講座

生活支援サービスなどのサポートをしてい
ただく方の養成講座　※他に3月5日、12日
（市総合福祉センター6階）

スキー・スノーボード大会
※種別…大回転競技
（ふじてんスノーリゾート）

地元新鮮野菜や大月の名物品、手作りの
おいしいものや手作り小物が集まる「市」
（宮谷入口信号横広場）

つきの市(宮谷）

第58回
市体育祭スキー大会

12:00

お誕生会
手遊び、うた、お誕生カードプレゼントなど
※定員20組　（市総合福祉センター2階）11:30

市内小学校から募った防火に関連する書
道の優秀作品を展示3月8日

火災予防書道展

17:00

中央公民館
文化教室生徒作品展

子育て講演会

第56回大月市生涯学習
推進大会

地域の活動団体の事例発表や学生の研
究発表を通して、心豊かに暮らすためのシ
ンポジウムを開催（市民会館大ホール）

社会全体で子育てができる環境づくりを目
指す幼児教育・保育のあり方について

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/k
osodate/kosodate/jidoukan_event.htm
l
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